
登壇者のべ 40 名、 参加登録者数 330 名、 たくさんの方にご協力、ご来場いただき、
誠にありがとうございました。
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～日本企業がグローバル市場で生き残るために、グローバル人事は今、何をすべきなのか？～

一企業の枠を超えて
グローバル人事を考える場に

　「日本企業がグローバル市場で生
き残るために、グローバル人事は今、
何をすべきなのか？」をテーマに据
え、「日本企業のグローバル化に向け
た戦略人事の考え方・ソリューショ
ン・ネットワークを集結」させた本
イベント。１日限りとはいえ、早稲
田大学トランスナショナルHRM研
究所所長の白木三秀氏による「現地
調査に基づく海外駐在員のコンピテ
ンシーモデルとは」と題した基調講
演をはじめ、日本を代表する企業の
グローバル人材育成や現地法人への
理念浸透などを推進してきた人物に
よるトークセッション、コンサルタ
ントによる事例やソリューション紹
介のセミナー、異文化コミュニケー
ションの研修体験会など、18の多
彩なプログラムで構成され、当日は
240人の参加者でにぎわった。
　イベントを主催したのは、リンク

アンドモチベーションのグループ企
業であるリンクグローバルソリュー
ション（以下、LGS）。前身のインテッ
ク・ジャパン時代から四半世紀以上
にわたり、異文化コミュニケーショ
ン力の向上を目的に、駐在員の赴任
前研修などを提供し、顧客企業のリ
ピート率は94％と、高い評価を得て
いる。そんな同社がグローバル人事
全般をテーマにしたイベントを主催
したのはなぜか。同社代表取締役社
長の一色顕氏は、次のように語る。
　「当社は今年の年初にミッション
を見直し、グローバル市場で戦う日
本企業を組織・人事マネジメントの
側面から支援する企業と位置づけま
した。そのミッションを果たすため
に自社のソリューションを見直し、
自社でできない部分は信頼に足る外
部パートナーと積極的に手を組み、
日本企業の課題に応えていく必要が
あると考えています。
　国内のHR業界を見ると、日本企業
のグローバル化という大きな課題に

対して、各事業者が自分たちの既存
ソリューションの範囲でしか対応し
ないのが実情です。これでは、日本
企業が抱えるリアルな課題の本質的
な解決は困難です。そこで各々が持
つソリューションの領域を超えて、
深い知見や経験をお持ちの専門家、
実際にグローバル人事で活躍されて
いる事業会社、ビジネスパートナー
の協力を頂き、日本企業のグローバ
ル人事がすべきことについて、課題
感から共有し、共に議論できる場を
つくりたいと考えたのです」
　この考えは、LGSが登壇を依頼し
た人々の共感を呼び、初開催ながら
充実したプログラムが実現した。

テーマごとに掘り下げて考え
実践につながる気づきを得る

　同イベントでは、「海外現地法人・
駐在員強化」「グローバル人材育成」

「ダイバーシティ＆インクルージョ
ン」「インバウンド対応／外国人採
用と受け入れ」という４つのテーマ

が設定され、それぞれのテーマごと
に理論、事例、ソリューションを紹
介するプログラムが用意されてお
り、参加者は自社の課題やニーズに
合ったテーマに沿って参加できる。

「１つのセッションだけ聞きかじっ
て帰る、ということではなく、理論、
事例、ソリューションという流れに
沿って参加することで、実践につな
がるような気づきを得ていただける
ようにした」と一色氏。実際、テー
マに沿って複数のプログラムに臨む
参加者が多く見られた。
　一例として「グローバル人材育
成」のプログラムを紹介しよう。「日
本人のグローバルリーダー輩出に
向けて」と題したトークセッション
では、経営幹部を対象にグローバル
リーダー育成を行うビジネススクー
ルIMD北東アジア代表の高津尚志
氏と、将来のグローバルリーダー輩
出に向けて学生の留学を支援する文
科省官民協働プロジェクトのディレ
クター、船橋力氏が、それぞれの取
り組みの内容や、その背景にある自
身の原体験などを語り合った。
　また、「日本人リーダーは海外で
どう見られているのか？」と題した
セッション型セミナーでは、タイ・
バンコクに拠点を置く人事・組織
コンサルティングファームAsian 
Identity社のCEO、中村勝裕氏と
同社のローカルスタッフが登壇し、
ローカルスタッフマネジメントの失
敗・成功体験を交えながら、現地で
日本人駐在員が直面するマネジメン

ト上の課題などについて語った。さ
らに、現アマゾンジャパン合同会社
の人事ディレクターである竹村一郎
氏は、自身の日本企業における人事
経験と外資企業の人事責任者として
の経験を対比させながら、日本企業
の課題をあぶり出した。矢崎総業、
ヤマハ発動機、サントリー食品、武
田薬品工業といった事業会社の人
事責任者も名を連ね、いずれも体験
に基づいたリアルな内容で、現場の
生々しい話に参加者は聞き入ってい
た。終了後のアンケートでは、「他
のセミナーやイベントとは内容のリ
アルさが違う」という評価が多かっ
たという。

参加型のプログラム中心で
参加者同士の交流も活発

　このイベントは、登壇者や参加者
同士の交流機会が多いことも特徴の
１つ。講演型のプログラムは少な
く、参加者が意見を述べたり、グルー
プワークを行うなど、参加型のセッ
ションが中心だ。しかも、テーマに
沿って参加する人が多いため、参加
者同士で顔見知りになる可能性が高
い。事実、休憩時間のホワイエもに
ぎわっていた。また、最後の懇親会
には、主催者側の想定以上の参加者
が集まり、予定の１時間を延長する
ほどの盛り上がりを見せた。それぞ
れが抱えている課題や、その日得ら
れた知識や気づきなどについて、登
壇者と、あるいは参加者同士で語り
合う場面が多く見られた。

　参加者からは、「普段、社員に対し
て『見方を変えなさい』と言ってい
るくせに、自分たち人事が見方を変
えずにやっていることに気づいた」

「これまで日本とグローバルを分け
て考えていたが、グローバルの中に
日本があるという視点で国内の育成
体系も考える必要がある」といった
声が上がっており、多くの参加者に
とって収穫のあるイベントだったこ
とがうかがえる。
　一方、初開催だったこともあり、
改善すべき点も多かったと一色氏。
　「今回の反省点を活かして、次回
はさらに良いイベントにしたいと考
えています。我々がめざすのは、従
来のようなHR事業会社都合の個別
PRの場ではなく、日本企業のグロー
バル化に向けて、課題ベースで多様
な知恵を結集し、共創して解決でき
る場の創造。このフォーラムを通じ
て、課題解決型イベントの価値を高
めていきたいと考えています」
　グローバル人事に関するさまざま
なヒントが提供された本イベント。
人事担当者にとっては、今後外せな
いイベントの１つとなりそうだ。

日本企業のグローバル化には、人事戦略や組織開発などの施策をグローバルな視
点で再点検、再構築することが不可欠だ。10月に行われた「Global HR 
Forum Japan 2016」は、のべ40名の登壇者が４つのカテゴリー、18のプロ
グラムに分かれてグローバル人事の課題を熱く討議。“ソリューションありき”
ではなく、“課題ありき”の姿勢は、240名超える参加者から高い支持を集めた。

開催日：2016年10月12日　会場：アキバプラザ（東京都千代田区）　主催：株式会社リンクグローバルソリューション

リンクグローバルソリューション
Global HR Forum Japan 2016

株式会社リンクグローバルソリューション
〒104-0061 東京都中央区銀座 3-7-3 銀座オーミビル
● TEL：03-6867-0071　● FAX：03-6867-0072　● E-mail：info@link-gs.co.jp 
● URL：http://www.link-gs.co.jp

お問い合わせはこちら

～日本企業がグローバル市場で
生き残るために、グローバル人事は今、
何をすべきなのか？～

セミナー・イベントレポート
S e m i n a r  E v e n t  R e p o r tセミナー・イベントレポート

基調講演：白木三秀 教授
「現地調査に基づく『海外駐在員のコンピテンシー』とは？」
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日本人のグローバルリーダー輩出に向けて

グローバルリーダーとは
どのような存在か？

日髙　高津さんにお伺いしたいので
すが、IMDではグローバルリーダー
をどう定義されていますか？
高津　IMDでは、「複雑で不確かな環
境において、舵をとり、組織の変革の
旅路を形作り、導くのがグローバル
リーダー」と定義しています。たとえ
ばオープンイノベーションとか、コラ
ボレーションを通じたビジネスモデ
ルの再構築など、さまざまな業界、機
能、組織を越えていって仕事ができる
人。そして組織の変革を実現し、優れ
た、持続的なビジネス成果を達成す
ることができる人がグローバルリー
ダーであり、だからこそリーダーと
は、企業における地位や職階だけでは
なく、自分がどんな職業人生を全うし
たいのか、という生き方の問題とも捉
えています。
日髙　生き方という意味では、船橋さ
んは、よく若い人方に「まず自分の軸
を見つけなさい」というメッセージを
投げかけられていますね。
船橋　日本人は、自分の軸を考える

教育を受ける機会があまりありませ
んが、海外に行くと、それが問われま
す。日本人は、自分の軸が曖昧なま
ま、良くも悪くも相手に合わせる傾向
があるので、どんどん相手に染まって
いき、自分を見失う場面をよく見てき
ました。これからの時代のリーダー
には、さまざまな問題を自分で解決す
るのではなく、人的ネットワークを自
ら集め、この多種多様なコレクティブ
ジーニアス（集合天才）をマネージす
ることによって解決していくことが
求められます。その際には、リーダー
には何らかのビジョンや軸を持って
いることが求められることになりま
すから、自分の軸を持つことが、ます
ます重要になってきます。
日髙　高津さんは先ほどグローバル
リーダーの定義として「変革の旅路
を形作る」という言葉を使われていま
す。これはどのような意味ですか。
高津　リーダーとマネジャーはどこ
か違うのか、という議論とも繋がって
きます。リーダーには明確に二つの
機能があります。ひとつはアジェン
ダ（課題）設定やビジョンの提示であ
り、もう一つはネットワークをつくっ

て人を動かすことです。自分たちが
目指そうとする絵を描いて、それに向
けて人を動かすことがリーダーの仕
事です。マネジャーは任務がきちん
と遂行されるよう管理していく仕事
です。両方の力が求められることも
多いですが。

日本人ならではの
強み・弱みとは

日髙　船橋さんは世界経済フォーラ
ム（ダボス会議）のヤンググローバ
ルリーダーに選出されましたが、現
地での日本人リーダーのパフォーマ
ンスはどのように映りましたか。　
船橋　残念ながら、日本人がグロー
バルの中で「個」で立っていること
は、あまりありません。ダボス会議
では、期間中に日本人が外国人をも
てなすパーティーを開催します。と
ころが、私が最初に参加した時は、
日本人は皆日本人同士で固まってい
て、残念に感じました。日本人は「個」
では何かきっかけがないとなかなか
積極的に出られないということで
す。やはり日本人は真面目で、経営
者であっても自分から積極的にアプ

ローチできない傾向があります。
高津　最近、日本企業からよく聞く
のは、グローバルに人材を登用して
いくと、日本人がどんどん少なく
なっていくという悩みです。日本人
が持つ慮る力、場を読む力も大事で
すが、外国人に圧倒的に負けている
のが発信力やパワーや明快さです。
これらが備わっていないと、グロー
バルな場では大きなハンディキャッ
プになります。日本社会の中では同
じレベルを求められていないかも知
れませんが、少なくともグローバル
な場に行った時には、そういう力を
使えるよう自分を鍛えていく必要が
あると思います。
日髙　逆に、日本人らしさが良い方
向に出ることはありますか。
船橋　実は、日本のヤンググローバ
ルリーダーは、ダボスで結構認めら
れています。チームでプロジェクトを
立ち上げると、他国のメンバーはみ
んな発案するだけでやらないのに、
日本人チームだけが真面目にやり
切って実績をつくっていく。そうい
うところが信用につながっています。

日本人がグローバルの壁を
乗り越えるためには

日髙　日本人がグローバルの壁を乗
り越えていくためには、どんなこと
を身につけるべきだと思いますか。
船橋　日本人は素晴らしいし実力も
あるはずなのに、それを発揮できな
いのは、自己肯定感や自信のなさが
根底にあるからだと思います。まず
自分や日本の良いところを知って、

自信を持つこと
から始めること
が大事です。そ
して何事も自ら
「イニシアチブ」
を取り、目標も
自分で設定し、
自分でリスクを
取り「決める」
ことが重要で
す。自分で考え
て決めたことな
ら、難易度の高
いチャレンジでもへこたれることは
ありませんから。僕は「リスペクト・
アンド・アクセプト」という言葉が
好きなのですが、10代の頃、海外の
インターナショナルスクールに入学
して、言葉が分からずノイローゼに
なりかけましたが、野球部に入って
活躍したら、ヒーローになりました。
このように海外では、違いがあって
も、何か１つでも才能が認められれ
ば、仲間になれます。それが、尊重
し（リスペクト）、受け入れる（ア
クセプト）という感覚であり、この
感覚を身につけることが大切だと思
います。ダボス会議では、私は議論
についていけず聞いているばかりで
したが、ある時、「君はリスニング力
が素晴らしいね」と褒められました。
人の話をよく聞き、相手に合わせる
という日本人の特徴を、自分の才能
として認めることができると、自信
がつき、発言もできるようになりま
した。
高津　昨今、グローバルリーダーに

は「これができないといけない、あ
れもできないといけない」などと、
求められるもののハードルがどんど
ん上がってきています。ハードルが
あがると、自己肯定感が弱く、自信
の無さが根底にある日本人は、そこ
で止まってしまう。私はひとまず思
い切って、一度、海外、グローバルな
「場」に出てほしいと思っています。
実際にそこでやってみて、自分はど
れくらい話ができるのか、自分のこ
とを表現できるのか手ごたえを感じ
てもらいたい。そのように自覚する
プロセスが重要で、人は気づくと自
然に行動が変わってきます。そのた
めにも、特に人事の方にお願いした
いのは、そういう場に送り出す前に、
本人が「いったい自分は何を学びた
いと思っているのか」を明確にさせ
る取り組みをいれてほしいですね。
日髙　日本人グローバルリーダー輩
出のカギは、「いかに自信をつけさ
せるか」にありそうですね。ありが
とうございました。

日本人がグローバルリーダーとして世界で活躍するために必要なことは何か。経営幹部を対象にグローバルリーダー育成を行
う世界トップクラスのビジネススクールIMDの高津尚志氏と、将来のグローバルリーダー輩出に向けて、学生の留学を促進する
文部科学省官民協働プロジェクト「トビタテ！留学JAPAN」の船橋力氏、そしてリンクグローバルソリューション取締役の日髙
達生氏が語り合った。※「GLOBAL HR FORUM JAPAN 2016」（2016年10月12日開催）でのトークセッションを編集したものです。
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トークセッション
日本人のグローバルリーダー輩出に向けて

開催日：2016年10月12日　会場：アキバプラザ（東京都千代田区）　主催：株式会社リンクグローバルソリューション

セミナー・イベントレポート
S e m i n a r  E v e n t  R e p o r tセミナー・イベントレポート

高津尚志氏
IMD北東アジア代表
日本興業銀行、BCG、リ
クルートを経て現職。金
融、戦略、人事各面から、
日本企業の国際展開に
寄与。
2010年、スイスのビジネ
ススクールIMDに参画。
日本、韓国、台湾を担当
し、グローバル企業幹部
育成の施策構築・遂行に
取り組む。

船橋 力氏
文部科学省 官民協働海外
留学創出プロジェクト トビタ
テ！ 留学JAPAN ディレクター
伊藤忠商事を経て、2000
年ウィル・シード設立、代表
取締役に就任。2009年、
世界経済フォーラムのヤン
ググローバルリーダーに選
出。2012年NPO法人
TABLE FOR TWO 
International理事に就
任。2013年より現職。

日髙達生氏
株式会社リンクグローバ
ルソリューション 取締役
2003年リンクアンドモチ
ベーション入社。2012年
リンクグローバルソリュー
ションの前身会社に出
向。2016年より現職。早
稲田大学 産官学連携ト
ランスナショナルHRM研
究所 招聘研究員。

再 校
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Global HR Forum Japan 2016　実施プログラムおよび講演者一覧 なぜ、今、
『Global HR Forum Japan』 なのか？

日本には、自動車や素材・部品産業、Cool Japanといわれるアニメや日本固有の文化など、グローバルに広がる市場の

なかで、選ばれる商品・サービスがたくさんあります。

しかし、多様で優秀な人材が、国境を越えて行き交う 「グローバル労働市場」 において、日本の企業組織や人材は

選ばれていない状況にあると言わざるをえないでしょう。

時に、選択肢にすら入っていない、「Japan Nothing」と揶揄される事態がおきています。

社会経済環境が、「ボーダレス」に繋がり、かつ「VUCA ワールド（※ Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、

Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性、の頭文字を合わせた造語）」と呼ばれるようになった昨今、商品・サービ

ス市場は短サイクル化が急速に進み、企業の競争優位性はソフト力にシフトしています。

その意味でも、日本企業のグローバル競争力向上の鍵は、HR、戦略人事が握っていると言えるのではないでしょうか？

Global HR Forum Japan は、このような課題意識から、日本企業のグローバル競争力向上を HR の側面から考える

プラットフォームをつくりたいと考え、2016 年に立ち上げました。

日本企業のグローバル競争力向上を、HR の側面から考える場

「日本企業のグローバル化に向け、経営・グローバル人事が今なすべきこと」を命題に、下記 4 つのテーマ、18 のプログラム、

のべ 40 人の登壇者に、様々なスタイルでアプローチしてもらいました。そのイベントで語られたキーワードを、いくつかご紹介します。

『海外で活躍している人の共通点は、前向き行動因子。
  若手層の前向き行動力を育成し、そういう人を選抜するメカニズムを開発するべき』
 白木 三秀氏（早稲田大学トランスナショナル HRM 研究所 所長）

『複雑で不確かな環境の中で、組織を変革できるのがグローバルリーダー』 高津 尚志氏（IMD 北東アジア代表）

『これからの時代のリーダーには、人的ネットワークを自ら集め、
　多種多様なコレクティブジーニアス（集合天才）をマネージすることで課題を解決することが求められている』
 船橋 力氏（文部科学省 トビタテ ！  留学 JAPAN ディレクター）

『外現法マネジメントの肝はコアバリューの浸透。会社として譲れないものは、
　現地化を進める上で、何としても現地の方にもわかってもらわなければなりません』
 竹村 一郎氏（アマゾンジャパン合同会社 人事ディレクター）

『駐在員は、現地の人から尊敬される良きリーダーになっていく必要があります。
　最初は、言葉や文化などでつまずくかもしれませんが、本質は部下のことを愛しているか、です』
 中村 勝裕氏（Asian Identity 代表取締役社長）

Global HR Forum Japan 2016 で語られたキーワード
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Forum テーマ スタイル

❶ グローバル人材育成

❷ グローバル経営・現地法人マネジメント

❸ 本社のダイバーシティ＆インクルージョン

❹ 異業種・異領域から学ぶグローバル

企業のグローバル化に欠かせない HR（人材開発・組織開発）のトレンドやポイントを、
様々なアプローチでお伝えしていきます。

● 講演
● パネルセッション
● 体験型セミナー
● 参加型ダイアログ

日本企業がグローバル市場で生き残るために、
グローバル人事は今、 何をすべきなのか？

Global HR
 Forum Japan 2017

日本企業のグローバル化に向けた
戦略人事の考え方・ソリューション・ネットワークを集結

開催決定 !

http://global-hr-forum.jp/

  サイト開設のご案内

10:00 〜 18:00開催時間 開催場所 アキバプラザ（秋葉原駅近）

2017年8月30日（水）開催日

Global HR Forum Japan WebサイトをOpenしました。
2016 の実施レポートもご覧いただけます。

※記事は月刊人材教育 2016 年 12月号、2017 年 1月号に掲載されたものです。


